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ロータリーは世界をつなぐ

第 2570 回例会 №20
2020 年(令和 2 年)1 月 10 日(金) 晴
「君が代」
「それでこそロータリー」

新年港友例会

出席報告
会員 68 名中 出席 50 名 出席率 73.53％
〇ゲスト 米山奨学生 冀 媛媛さん
〇ビジター 名古屋 RC 西川 千雅君

会 長 芹 澤 謙 一

幹 事 長 瀬 廣 幸

広報･雑誌・会報委員長 加 藤 茂 春

R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

ミは鋭い勘と閃きを持っており「火事の前にはネ
ズミがいなくなる」とか「ネズミは沈む船を去る」
と言ったことわざがあるように環境への予知能力
や適応能力も非常に高いとも言われます。
そんな十二支の始まりの子年、東京オリンピッ
ク、パラリンピックが開催される年でもあります。
各国の代表選手がそれぞれの種目でメダルを目指
して挑戦します。
我々ロータリアンも前向きな年にしましょう。

会長挨拶
会員の皆さん、明けましてお
めでとうございます。
新元号令和になって初めてのお
正月を迎えましたが、皆さん良
いお正月を迎えられたことと思
います。
今年は子年です。我がみなと
クラブにも子年の会員が何人かいますね。
子年というのは十二支の初めであり新しい運気のサ
イクルの始まりです。
植物に例えますと成長に向かって種子が膨らみ始め
る時期に当たりやがて花開く、未来へ大いなる可能性を
秘めていると言えます。
ねずみを使った言葉の中のひとつに「ねずみ算」とい
うのがあります、これは和算の一つですが、モノが等比
数例をなして急激に増加することの例えでもあります。
子供をどんどん産んで数を増やしていくことを言い
子孫繁栄の象徴ですが、昨今では人間に対し、こいうこ
とをその対象年齢の女性に言うとマタハラになるそう
ですので女性の前では禁句です。
また、株式市場では「子年は繁栄」といわれているよ
うに株価が上昇する傾向にあるようですが今年は年初
からアメリカとイランの緊張が一気に高まり大発会か
ら大幅な乱高下を繰り返しているようで今後どうなっ
ていくのでしょうか。
子年の人の性格は「ねずみ＝寝ず身」と言われ、真面
目にコツコツと働く人が多いと言われます。また、ネズ
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１月の誕生日祝福
1 日橋本(美)さん、３日深谷君、菅君、田中君夫人、
６日鈴木君夫人、８日高山君、10 日福島君夫人、
11 日箕浦君夫人、12 日松本君夫人、18 日酒井君、
山下君、19 日高田君、22 日遠藤(武)君夫人、
23 日吉田(利)君夫人、29 日吉田(利)君、
山田(豊)君、30 日猪子君、加藤(嗣)君、
31 日芹澤君、小島君

１月の結婚記念日祝福
１日村田君、25 日田中君、28 日山下君

ニコ BOX
(明けましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いします。残り半分引き続きご協力をお願い致し
ます）
芹澤会長
(皆様、明けましておめでとうございます。本年も引
き続き大変お世話になりますので皆様のご協力をど
うぞよろしくお願い申し上げます)
長瀬幹事
(誕生月です)
酒井君
(名古屋掖済会病院河野院長ありがとうございまし
た。立派なる男の曾孫を誕生させていただき心からお
礼申し上げます。これで曾孫 3 人、全員男子です)
中村君
(誕生日を迎えます。1 年 1 年若くなるようです)
山下君
(新年明けましておめでとうございます。又多くの賀
状ありがとうございました)
菅君
(皆さん、明けましておめでとうございます。今年も
よろしく！)
早瀬君
(25 年の皆出席表彰をいただきました。お金が余って
使い道がないので 25 年もいました。これからもよろ
しく)
吉田(利)君
(あけましておめでとうございます。年始早々良い話
がまとまりそうです)
山川君
(明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願いいたします)
寺本君
(親の年を越えて 87 歳になりました。みなさんよろ
しく)
山田(豊)君
(誕生日ありがとう。新年明けましておめでとう)
髙田君
(あけましておめでとうございます)
栢森君
(皆様本年も宜しくお願いします。山川君暮れにお世
話になりありがとうございました)
野崎君
(昨日 53 歳になりました。本年もよろしくお願いし
ます)
加藤(昌)君
(芹澤会長、忘年家族会の二次会ありがとうございま
した)
親睦活動委員会一同

2

(ご夫人誕生祝)吉田(利)君、鈴木君、遠藤(武)君
(誕生祝)
加藤(昌)君
本日合計
累
計

67,000 円
1,531,100 円

長瀬 廣幸君
１．１月のＲＩレートが１ドル１１０円に変更に
なっております。財団寄付等では、日本事務局
に着金した月のＲＩレートが適用されますの
で、お振込みに際しては十分にご留意くださ
い。
2. すでに皆様にはご案内しておりますが、24 日
に、渡辺健壱君の「ワタナベフーマック」さん
への職場訪問が予定されております。貴重な機
会でございますので、ぜひこの機会に事務局ま
でお申し込みください。
3．先程ご本人からもご案内をいただきましたが、
本日ご出席の米山奨学生冀 媛媛さんから、皆
様にたくさんのお土産を頂戴しております。媛
媛さん、ありがとうございました。

幹事報告

新年の乾杯

第 43 代会長

菅

栄君

新年の調べ バイオリン 波馬 朝加さん
ピアノ
金澤みなつさん

第 7 回理事会議事録
と き 令和 2 年 1 月 10 日(金)13：30～14：30
ところ 17 階「桐」
出席者 芹澤会長以下 12 名
① 審議事項
１．
「会員増強チーム」(仮) 起ち上げの件
昨年 12 月 13 日の「第２回クラブ戦略委員会」
において、会員増強について討議され、当クラブ
も来たる創立 55 周年、さらに将来を見据え会員
増強を個々にではなく組織的に行うことが急務
であり、今般チームを結成して行うべきとの結論
となり、会長に諮問があった。
※チーム運営概要は以下の通り
・リーダーを寺西会員増強副委員長に依頼し、任
期は２年とする。
・５名程度の入会年次の若い会員を中心にメンバ
ーを選出し、オブザーバーとして会長・幹事も
加わる。
・同チームの位置づけとして、加入勧奨を行う事
前にリサーチを行い、チームから会員増強委員
会へ推薦、その後会員選考委員会にて面接等で
選考した上、理事会の承認を得る...という手順
とする。
上記の経緯から会員増強チームを起ち上げるこ
とにつき、全会一致にて承認
２．事務局員の契約更新について
今般、クラブ戦略委員会の答申に基づき、事務局
運営に係るコスト削減および将来的な安定的業
務の継続について審議した結果、現在雇用してい
る事務局員(パート)の契約を、本年１月 17 日付
の期間満了をもって、その契約を更新しないこと
につき、全会一致にて承認
② 報告事項
１．国際大会参加状況の件
現在までに申込があったのは、会員「８名」、ご
夫人「５名」で、ガバナーナイトへは「１２名」
で登録済。

寄付金速報―前年度に比べてやや減少―
12 月までの寄付金は前年同期に比べて 1.6％
減（普通寄付金:0.2％増、特別寄付金:2.2％
減）となりました。約 1,400 万円の減少では
あ りますが、皆さまからのご寄付に心より感
謝申し上げます。
「2019 年度 下期普通金寄付
のお 願い」を当会から直接、またガバナー事務
所を 通じて全クラブへご案内しています（既
に下期分の寄付を送金いただいたクラブにも
自動配信されます、何卒ご了承ください）。普通
寄付金は当事業の重要な安定財源であり、ま
た、国内全クラブから普通寄付の確約を得て財
団法人の認可がおりたという経緯もあり、全ク
ラブへお願いしております。
2020 年も引き続きご支援賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。
昨年 1 年間（1〜12 ⽉）に特別寄付を
したすべての⽅、もしくは普通寄付⾦の
領収証を申請したクラブには、１⽉末⽇
までに（確定申告に間に合うように）、認
定証の写しが付いた申告⽤領収証をロー
タリークラブ宛に送付します。
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今後の例会予定

31

卓話「ロータリーを語ろう」
第 2770 地区パストガバナー
中村 靖治氏
新会員研修会 13：30

7

卓話「アンガーマネジメント
～パワハラ防止と組織活性化の
ための感情コントロール」
人材開発オフィス
エムズモーメント
代表 川地 美仲子さん
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